
  事務局 〒410-0022沼津市大岡下石田１４３５－１ YMCA沼津センター内  

  沼津ワイズメンズクラブ 

   NUMAZU  JAPAN CHARTERD，1967 

国 際 会 長   主題          Wichian Boonmapajorn  “Mission with  Faith”  「信念のあるミッション」 

アジア会長 主題          Edward K. W. Ong       “Through Love，Serve”「愛をもって奉仕しよう」 

東日本区理事主題              渡辺 隆   （甲府クラブ）       「原点に立って、未来へステップ」 

富士山部長 主題              久保田康正 （伊東クラブ）      「みんなで参加、みんなで奉仕」 

クラブ会長 主題              大村 貴之                            「一歩前へ、もう一歩前へ」 

 

      １１月 例 会 

     １１月１０日(火曜日) 18:30～ 

    場所：ニューウエルサンピア沼津  

    司会：渡邊 信幸Y’s 

       プログラム 

 開会   点鐘・・・・・・・・・ ・大村貴之 会長 

 開会の言葉・・・・・・・・・・・長谷川等B副会長 

 信条＆ワイズソング・・・・・・・泉 文雄Y’S 

 会長 挨拶・・・・・・・・・・・大村貴之 会長 

 ゲスト・ビジター紹介・・・・・・大村貴之 会長 

 誕生日・結婚祝い 

 食前 感謝・・・・・・・・・・・山野 弘Y’S 

 卓  話 ・・・・・・・・・・・浅原和美 氏 

 出席率 スマイル報告・・・・・・・担当 委員会 

 閉会 挨拶・・・・・・・・・・・渡邉実帆A副会長 

 閉会 点鐘・・・・・・・・・・・大村貴之 会長 

2015年１1月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

   Nov.  Happy Birthday   

  ７  日  大山   晴康 Y’ｓ 

 １０  日  稲田   精治 Y’s 

  ２５  日  大村   貴之 Y’s 

 ２７  日  片岡  章一 Y‘ｓ 

 Wedding Anniversary           

 １０日   山野 弘Y’s 

 １９日   中田 成Y’s ＆ 清子Y’s  

 ２０日   平野 正文Y’s     

                   ～今月の聖句～ 

たとえ予言する賜物を持ち、 

あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、 

たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、 

愛がなければ無に等しい。  コリント信徒への手紙第一 1３章２節 

    今月の卓話者   

浅原和美氏   沼津市議会議員 

本年５月より第８２代市議会議長 

沼津市原出身 昭和２５年生まれ 



   ＜１０月例会報告＞   

     10/13（火）ニューウエルサンピア沼津 

 １０月例会はニューウエルサンピアにて、わか

ば整骨院 院長の海野学先生に｢健康であるため

に」と題してお話を伺いました。身体を冷やさな

いように常に身体を温めること、そして体のバラ

ンスを整えることが健康不可欠であり、生きがい

を持って生活していくこともとても大事だという

ことを伺いました。身体が資本です。健康に気を

つけて毎日を元気に過しましょう。 

   

 

   ＜１０月役員会報告＞   

          10/19 （月）沼津YMCAセンター 

11月の例会、今後の例会について 

伊東クラブ40周年記念例会の件 

DBC クラブ訪問の件 

50周年事業について 東日本区大会について 

ジャガイモ報告は次回   

来期役員の件 等 

   

   

沼津クラブ例会に出席して 

   熱海クラブ 栗本治郎 

 次々期理事を受けることとな

り、まだ先のことだと思いつつ

も、理事就任時のスタッフのこと

や、東日本区大会ホストの件に考

えを巡らせている時、何気に区大会のホストは沼津クラブ

にお願いしたいとの思いが浮かびました。そんな折、厚木

東日本区大会の時に、沼津クラブでは既にこの件を検討し

ていると知り、本当にありがたい事で、熱海クラブだけで

なく、沼津クラブの仲間も応援してくれているのだと心強

く感じました。 

 この度は、沼津クラブに区大会ホストの件を正式にお願

いに行かなければとの思いで、大川書記、札埜幹事と共に

10月例会に出席させて頂きました。久しぶりに沼津クラブ

例会に出席しました。例会場のニューウエルサンピア沼津

は、東名沼津インター近くで決して利便性が良いとは言え

ませんが、料理は美味しく部屋は広々していました。実

は、熱海クラブでは例会場の後楽園ホテルが、来年の8月か

ら大掛かりな建て替え工事に入る為、次年度は例会場を他

に移さなければなりません。現在検討中ですが、４０名以

上の会員がいる熱海クラブでも、ホテル側の理解が得られ

なければ難しい状態です。５００名以上が集う区大会では

開催会場が限られますが、沼津は、大会議場、宿泊施設、

交通の便に恵まれ、近隣には富士山をはじめ、箱根、駿河

湾、御殿場アウトレットが有り魅力一杯です。次年度に設

立50周年を迎える貴クラブが、続けて次々年度に区大会を

ホストすることは大変でしょうが、地域においての知名度

が上がり、クラブの活性化も図られることと思います。よ

り高い存在感・ステータスを持つことは、『入りたいクラ

ブ』に繋がり、会員獲得の大きな力となるでしょう。 

 沼津クラブの後ろには、４０数名の熱海クラブ応援団が

おります。是非、東日本区大会を実現しましょう！！ 

IBC 便り ＜ハイデラバードクラブ、ラマカンス氏 個展 開催＞ 

 インドよりはるばるラマカンス・アナンダご夫妻来日し、数十点の絵画を

我々日本人に披露してくださいました。心のこもった力作ぞろいでした。個

展は、10月12日～17日まで、東京銀座みゆき画廊にて開催されました。 

 昨年来日の時に、みゆき画廊の予約を行い、彦根クラブ島野さん、次期日

本区理事の利根川恵子さんが個展開催の為に大変ご尽力くださいました。準

備の途中、島野さんが体調を崩され絵画の搬送等を依頼され慌てたこともあ

りましたが個展開催に無事こぎつけました。 

 ラマカンスさんの個展は、ワドゥワ、インド大使、他多くの画家、画廊関

係者、評論家、美術出版関係者等が 訪れ成功裏に終わりました。 

 ワドゥワ、インド大使は、インド・ケララ州、トリヴァンドラム出身の方

で、日本のワイズメンは、トリヴァンドラムの裁縫教室を通して、30年間支

援してきたことを、利根川さんを通して大使に

お話してくださいきました。大使からもお礼の言葉をいただきました。ラ

マカンスさんも画家として東京でのデビューをいたしました。ご夫妻は、

沼津に訪問する予定でおりましたが、奥様のアナンダさん、8月に出産さ

れ、Monoちゃん（女児）が待っているとのことで、18日早朝帰国されまし

た。沼津クラブの皆さんにくれぐれもよろしくとのことです。ハイデラ

バードにお出掛くださいとのことです。        報告 長谷川                                       



      CS事業 ～ぬまづ福祉まつり報告～  

 10月12日、ぬまづ福祉まつりに参加させていただきました。ワイズとしては、9名の参加で、カレー、野菜を

販売致しました。カレーは、2種類とも大好評で200食近く販売、玉ねぎ・じゃがいもなども完売致しました。

ブースとして大盛況に終わりました。福祉まつり全体としましても、ステージでは太鼓、歌、体操などで盛り上

がり、展示も例年通り様々なものがありました。本年は例年に比べ障害を持たれている方の参加が多かった

です。この機会に出かけられて楽しんで貰いたいという主催者の目的の一つが定着していることに嬉しく思い

ます。今後とも、携わっていきたいと思います。           報告 片岡                   

   

 

＜御礼＞ この度は沼津福祉祭りにご協力頂きまして誠にありがとうございます。 

沼津Y'sの皆様との年に1度のイベントで弊社ご利用の障害のある方の笑顔が見えることや社会と

の接点が増える事とても嬉しく、またありがたく感じています。カレーの売上のご寄付は、障害者の

経済自立に全額活用させて頂きます。一人でも多くの障害者の日々を豊かにしていく為今後も努

めて参ります。今後とも変わらぬお付き合いのほど、宜しくお願い致します。                            

                                          NPO法人ティンクル 後藤

 ゲストで参加してくれた田中君は

大阪出身で、子供のときにYMCAの

キャンプやスキー教室に参加した

YMCAキッズです。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ワイズの皆さま、初めまして。田中と申します。

いろいろなご縁があり先日、横浜で開催されたチャ

リティーランに参加させていただきました。あいに

くのお天気ではありましたが開会式直前に天候が回

復し、子供たちのかわいいダンスを見て癒されてお

りました。そのあとはワイズの兄貴分と横浜の街を

ぶらり旅。大変有意義な一日を過ごさていただきま

した。私事ではありますが小学生のころ、友人と一

緒に大阪のYMCAのスキー合宿やキャンプに参加させ

ていただいておりました。毎年このイベントがある

のを楽しみにしていたことを今でも鮮明に覚えてお

ります。私もいつか子供ができたらこのようなイベ

ントに参加させてあげたいなと思っております。小

学校を卒業してからは、全くご縁がありませんでし

たが、沼津に来てまたこのようなご縁があったこと

を大変うれしく感じております。またイベントがあ

れば友人を誘って参加させていただきます。本当に

ありがとうございました。       田中良平           

チャリティラン参加者 大村・長谷川・小林・後藤 

     メンバー4名＆ゲスト1名（田中良平君） 

  ２０１５横浜YMCAチャリティーラン  

 今年も、「さんしんハートフル」の障がい者社

員の皆さんと一緒に、横浜ＹＭＣＡのチャリ

ティーランに参加してきました。写真のとおり、

あいにくの雨となってしまい、コンディションを

考えて開会式だけの参加となりましたが、代わり

に三菱重工の科学館見学やインターコンチネンタ

ルホテルでのランチバイキングで楽しい１日を過

ごすことができました。長谷川さん・小林さん

は、横浜から東京のラマカンスさん個展への向か

い、後藤さんは、ゲスト参加していただいた田中

さんとそのまま横浜に残るなど、各々多忙な予定

を縫っての行事でしたが、お手伝いに出ていた横

浜つづきクラブの林さん始めメンバーの皆様にも

ご挨拶できました。横浜ＹＭＣＡの生井さんに

は、今年も登録手続き時より大変お世話になり、

本当にありがとうございました。  報告 大村 

 入会式報告！ 熱海クラブ2人目の女性会員入会式 

 10月28日（水）熱海クラブと熱海グローリークラブの合

同例会において熱海クラブ2人目の女性会員の入会式が執り

行われました。この日の卓話は京都キャピタルクラブの岡

本尚男ワイズのお話。岡本氏のお忙しいスケジュールを

ぬっての来熱のため、例会順序が変更となりましたが、盛

大な入会式になりました。渡辺東日本区理事、仙洞田書

記、久保田富士山部長も列席の中、大勢の皆さまに祝福さ

れ入会された小石川冨美江さん、これからのご活躍を期待しています。 

（出席 渡邉実帆Ａ副会長 長谷川Ｂ副会長）           報告 渡邉実帆 



            ドライバーのつぶやき④    泉 文雄     

10月15日（木）沼津ワイズゴルフコンペ開催、最高のお天気に恵まれ、富士

山部より多数の方に出席頂き、とても楽しい交流ができたことに感謝いたしま

す。また。京都トップスクラブの牧野君、遠路ありがとうございます。（優勝

したから、ま、いいか・・・）現在沼津クラブではDBCを彦根クラブ、京都トッ

プスクラブと結んでおります。この時期（11月半ば）になると、毎年彦根クラ

ブを訪問させていただいておりました。私は日本の

城が好きです。いいですね～彦根城。初めて行った

彦根城、私にとっては忘れられない出来事がありま

す。詳しくお話を聞きたい方は、次回12月号ブリテ

ンをお楽しみに・・・。 

←10月12日山中湖より撮影 初冠雪。これが根雪になりま

した。 

↑ プレイ前ハイ チーズ！     ↑ 熱海クラブ栗本次々期理事の始球式     ↑ 優勝！牧野ワイズ！       ↑ 終了後の表彰式・親睦会 

  トピックス ～優勝！！ 京都トップスクラブ 牧野篤文Y’S～ 

１０月１５日（木） 素晴らしい秋晴れの中、親睦ゴルフコンペが開催されました。富士山部より２0名、DBC京

都トップスクラブより１名、ゲスト1名の合計22名で楽しみました。参加してくださった皆様、お疲れ様でした。

『沼津クラブ親睦ゴルフ』ではなく、次回より『富士山部親睦ゴルフ』と名前を変えたいくらい、他クラブよりの

参加に感謝して楽しく過しました。ありがとうございました。                                  親睦委員                                     

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

トップスクラブの牧野篤文と申します。 １０月１５日の沼津クラブ主催のゴルフコン

ペに、飛び入りで参加させて頂きました。参加させて頂いたきっかけは、沼津クラブ

Facebookにゴルフコンペの案内があり「ぜひ参加したい！」って衝動にかられ、ご無理

を承知で参加を申し込みさせて頂きました。前日の１４日が自クラブの例会のため、夜

１０時に京都を出発して、朝方に到着しましたが、沼津クラブの、泉ワイズ、渡邉実帆

ワイズに早朝より出迎えて頂き本当にお世話になりました。ゴルフは泉ワイズとご一緒

させて頂きとても楽しかったです。泉ワイズの親分肌のお人柄に惚れました!（笑）また多くの富士山部

の皆様と楽しい一日を過ごす事ができました。終了後は大村会長はじめ後藤ワイズ、相磯ワイズ、片岡

ワイズに一席もうけて頂き沼津の夜を満喫できました。本当に皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。 

今回参加させて頂き、沼津クラブとのＤＢＣ締結が改めて本当に良かったなぁ！って、心から実感しま

した。 沼津クラブの皆さん、ぜひ京都へもお気軽にお越し下さい！今後とも末永くよろしくお願い申し

上げます。                                    牧野篤文      

編集後記：毎日があっという間に過ぎ、一週間があっという間に過ぎ、またまた月末が来て、本当に一ヶ月が早

いこと早いこと！！気がつけばあと約50日で新年がやって来ます。クリスマス、お正月と節目を迎えます。同じ

毎日なら楽しく元気に過したいですね。健康第一。笑顔第一。                ブリテン委員           

10月例会 

 報告 

 在 籍 者   20  名  １０月スマイル  ￥１３，５００ 

 功労 会員      4  名  スマイル累計  ￥85，0００ 

 出 席 者   １０ 名  BF 現金  ￥ 0 

 ゲスト・ビジター      4  名  YMCA基金 累計  ￥ 0 

 メイキャップ      ３ 名  出 席 率   82％ 

      12月の予定 

☆クリスマス例会 

   12月 8日（火） 

    ニューウエルサンピア沼津 

  ☆役員会   12月21日（月） 

               YMCA沼津センター 

  ☆YMCA沼津センター清掃 

    12月6日（日）9：00～ 

  清掃の詳細は山野ワイズまで 


